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平成３０年度事業報告書 
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

 
                                            公益財団法人せきしん地域振興協力基金 

 
 
１．事業の実施状況  

 
（１）産業の振興発展に関する事業：７件 ６００，０００円 
   

① せきまちかど工房を支援する事業 
文化施設せきまちかど工房にてギャラリーや文化サロンを開催し、市民の文化活動の

振興と関市中心市街地の活性化に寄与した。                （関市） 
 

② 関アウトドアズナイフショー２０１８ 
統一ブランドＳＥＫＩ－ＣＵＴ等のＰＲと、刃物のまち関市の知名度向上に寄与した。  

                                         （関市） 
 

   ③ 「関の刃物とまちおこし」日本ど真ん中『関』ご当地グルメ大会２０１８ 
生産者と消費者が触れ合いながら旬の地元物産を紹介し、新たな商品・サービスを探

る機会として農商工連携に寄与した。                   （関市） 
 

④ ２０１８公募第３１回全国和紙画展 
和紙の持つ独特なやわらかさと気品に満ちた美しさを素材とした和紙画の芸術的価

値の向上ならびに紙業振興に寄与した。                 （美濃市） 
 

⑤ 第３９回富加町民まつり開催事業 
特産品の販売等、町民が来場者とふれあいを深め、活力ある地域づくりに寄与した。 

                  （富加町） 
 

⑥ 第３６回 津保川産業祭 
武儀地区及び上之保地区の地元物産品の販売をとおし来場客とふれあい一層の友好を

深め、津保川地域の活性化に寄与した。                 （関市） 
 
⑦ 特別純米酒「さんやほう」２０周年記念事業 

「さんやほう」の魅力と歴史をＰＲするとともに、関市の地酒として知名度向上に寄

与した。                                （関市） 
 

（２）社会生活環境の整備に関する事業：２件 ８０，０００円  
 

① せき環境フェア２０１８ 
自然を守る大切さ、新エネルギー活用の紹介など、市民が環境問題について理解を深

めることに寄与した。                          （関市） 
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   ② みのプレーパーク２０１８ 
森林に親しみながら様々な体験により自立性や社会性を身に付け、子どもの健全な育

成と林業振興に寄与した。                       （美濃市） 
 

（３）文化・スポーツ等に関する事業：１７件 １，０００，０００円 
 

① 岐阜県観光ガイド連絡会、第２５回円空巡り、第２４回まちかど史跡ウオッチング 
      円空が旅をした歴史文化や関市文化財を通して市民の文化向上に寄与した。 （関市） 
 

② 第１６回岐阜県玉入れ大会 
世代間の交流と市民の健康増進に寄与した。               （関市） 

 
③ ２０１９刃物のまち関シティマラソン 

市民の健康づくり推進と関市のイメージアップに寄与した。        （関市） 
 
④ ２０１８ほらどキウイマラソン大会 

特産品「キウイフルーツ」のＰＲとともに市民の健康づくりに寄与した。  （関市） 
  

⑤ ムーンライトコンサートＩＮ 高澤２０１８ 
国の重要文化財である高澤観音多宝塔を県内外へＰＲするとともに、アマチュア音楽

家の発表の場を提供し、武儀地区における地域活性化に寄与した。      （関市） 
 

⑥ 第４４回中濃合唱祭 
高校生から一般の団体が加盟する中濃地区合唱団の相互の交流と合唱音楽活動の発展

に寄与した。                              （関市） 
 

⑦ 第５回関市内グループホーム大運動会 
グループホーム利用者の運動不足解消と体力増強に加え、地域と施設との交流を深め

ることに寄与した。                           （関市） 
 

⑧ 第２２回名月と萩の夕べ 
個性豊かな市民文化の向上と地域文化の振興に寄与した。         （関市） 

 
⑨ 関善光寺賑わいのまちづくり 

市民の集いの場を提供するとともに地域活性化に寄与した。        （関市）  
 
   ⑩ ２０１９チェロコンサート 
      幅広い年齢層の市民に一流音楽家による演奏を楽しんでもらい、市民の音楽文化向上

に寄与した。                              （関市） 
 
   ⑪ 現代レジデンスプログラム事業 
      「日本ラインの石」と「岐阜チョウ」をテーマに撮影した映像作品や木曽川流域にま

つわる資料などを展示し、市民の歴史文化向上に寄与した。      （美濃加茂市） 
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   ⑫ 鵜沼宿まつり事業 
      中山道鵜沼宿を広く市内外にＰＲするとともに、新たな魅力とにぎわいを創出するこ

とに寄与した。                           （各務原市） 
 

⑬ 第４３回ひだ金山清流マラソン大会 
幅広い年齢層にスポーツの楽しさを体感し体力増強を期待するとともに、観光客等交

流人口の増加を図ることに寄与した。                  （下呂市） 
  

⑭ ありがとう！平成時代 
平成時代の終幕により注目された平成地区でのイベントにより、知名度の向上と地域

活性化に寄与した。                           （関市） 
 

⑮ 第５３回中濃地区学童水泳記録会、第３５回中濃地区水泳選手権大会、 
第４９回中濃地区体育大会水泳競技大会 
幅広い年齢層の水泳競技の向上と、市民の健康増進を図ることに寄与した。 （関市） 

                  
   ⑯ Ｋａｍｉ Ｏｎ Ｆｅｓ ２０１８ 

地場産業をＰＲするとともに、地域の知名度及び施設等の集客向上に寄与した。 
                                  （関市） 

  
  ⑰ 関市獅子舞保存会創立５０周年記念事業 

伝統芸能である獅子舞の技芸向上と市民への普及に寄与した。       （関市） 
 
（４）（１）～（３）の活動に関する研修会及び講演会の開催並びに人材育成に関する事業： 

３件 ９０，０００円  
 

① 関市文化財保護フォーラム 
地域文化財の保護と市民文化の向上に寄与した。             （関市） 

 
② 読み聞かせボランティア事業 

子どもたちに絵本の楽しさを伝え、読書普及推進と健全な育成に寄与した。 （関市） 
 
   ③ せきえほん制作プロジェクト 
      関市を舞台とした絵本制作を通して、本の持つ魅力を実感するとともに、子どもの健

やかな育成に寄与した。                         （関市） 
 
２．会議の開催状況 

 
（１）理 事 会 

 
        日 時  平成３０年 ６月 ５日（火） 午前１１時３０分～１２時００分まで 
        場 所    関信用金庫 本店 ４階役員会議室 
        議 案      １．平成２９年度事業報告ならびに収支決算承認の件 
                    ２．平成３０年度定時評議員会の招集について 
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    日 時  平成３０年 ８月 ６日（月） 午前１１時３０分～１２時３０分まで 
        場 所  関信用金庫 本店 ４階役員会議室 
        議 案      １．平成３０年度助成審査協議の件 
                    ２．平成３０年度第２回評議員会の招集について 
    報 告   １．職務執行状況の報告について 
          ２．基本財産の定期預金書替について 
 
    日 時  平成３１年 ３月 ８日（金） 午前１１時３０分～１２時００分まで 
        場 所  関信用金庫 本店 ４階役員会議室 
        議 案      １．平成３１年度事業計画案承認の件 
                    ２．平成３１年度収支予算案承認の件 
          ３．平成３０年度評議員会の招集について 
          ４．その他 
    報 告   １．職務執行状況の報告について 
 
（２）定 時 評議員会 

 
    日 時  平成３０年 ６月２６日（火） 午前１１時３０分～１２時００分まで 
        場 所  関信用金庫 本店 ４階役員会議室 
        議 案      １．平成２９年度事業報告ならびに収支決算承認の件 
          ２．評議員の任期満了に伴う改選の件 
 
  （３）評議員会 
 
    日 時  平成３０年 ８月２４日（金） 午前１１時３０分～１２時１０分まで 
        場 所    関信用金庫 本店 ４階役員会議室 
        議 案      １．平成３０年度助成審査協議の件 
    報 告   １．基本財産の定期預金書替について 
 
    日 時  平成３１年 ３月２５日（月） 午前１１時３０分～１２時００分まで 
        場 所    関信用金庫 本店 ４階役員会議室 
        議 案      １．平成３１年度事業計画案承認の件 
          ２．平成３１年度収支予算案承認の件 
          ３．その他 
 
３．庶務事項 
平成３０年 ４月 ２日  平成３０年度事業計画書及び収支予算書をホームページに掲載 
平成３０年 ４月 ９日  法人県民税減免申請書を中濃県税事務所長に提出 
平成３０年 ５月１５日  平成３０年度第１回監査会及び理事会開催の案内発送 
平成３０年 ５月１６日  法人市民税減免申請書を関市長に提出 
平成３０年 ６月 ５日  平成３０年度第１回監査会及び理事会を開催 
平成３０年 ６月 ５日  平成３０年度定時評議員会開催の案内発送 
平成３０年 ６月２６日  平成３０年度定時評議員会を開催 
平成３０年 ６月２６日  平成２９年度事業報告等に係る提出書を県知事に提出 
平成３０年 ７月 ６日  任期満了に伴う評議員の変更登記完了 
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 平成３０年 ７月２０日  平成３０年度第２回理事会開催の案内発送 
 平成３０年 ７月２０日  評議員の任期満了等に伴う変更届出書を県知事に提出 
平成３０年 ７月２３日  平成２９年度事業報告書及び決算報告書をホームページに掲載 
平成３０年 ８月 ６日  平成３０年度第２回理事会を開催 
平成３０年 ８月 ６日  平成３０年度第２回評議員会開催の案内発送 
平成３０年 ８月２４日  平成３０年度第２回評議員会を開催 
平成３０年 ８月３１日  定期預金満期に伴う書替手続き 
平成３０年 ９月 ３日  平成３０年度助成決定を各助成申請団体へ通知 
平成３０年 ９月 ３日  平成３０年度助成事業について記事掲載の依頼（岐阜新聞・中日新聞）  
平成３０年 ９月１４日  平成３０年度助成事業をホームページに掲載 
平成３０年１０月３０日  ムーンライトコンサート実行委員会に助成実施   （３０千円） 
平成３０年１０月３０日  名月と萩の夕べ実行委員会に助成実施       （３０千円） 
平成３０年１２月 ５日  関商工会議所中心商店街活性化対策委員会に助成実施 （１００千円） 
平成３０年１２月 ５日  ひだ金山清流マラソン実行委員会に助成実施   （１５０千円） 
平成３０年１２月１９日  日本輸出刃物工業組合に助成実施         （１００千円） 
平成３０年１２月１９日  美濃加茂市に助成実施             （１００千円） 
平成３０年１２月１９日  ほらどキウイマラソン実行委員会に助成実施    （５０千円） 
平成３１年 １月 ７日  関市水泳協会に助成実施             （３０千円） 
平成３１年 １月 ７日  環境フェアせき実行委員会に助成実施       （３０千円） 
平成３１年 １月 ７日  津保川産業祭実行委員会に助成実施         （５０千円） 
平成３１年 １月１８日  富加町民まつり実行委員会に助成実施       （１００千円） 
平成３１年 １月１８日  さんやほうサポーターに助成実施          （５０千円） 
平成３１年 ２月１３日  平成３０年度第３回理事会開催の案内送付 
平成３１年 ３月 ４日  上之保地域活性化ビジョン団体郷友会に助成実施  （３０千円） 
平成３１年 ３月 ４日  せきスポーツクラブに助成実施          （３０千円） 
平成３１年 ３月 ８日  平成３０年度第３回理事会を開催 
平成３１年 ３月 ８日  平成３０年度第３回評議員会開催の案内発送 
平成３１年 ３月１１日  中部学院大学短期大学部に助成実施        （３０千円） 
平成３１年 ３月１１日  岐阜県文化財保護協会関支部に助成実施      （３０千円） 
平成３１年 ３月１１日  せきまちかど工房を支援する会に助成実施    （１００千円） 
平成３１年 ３月１１日  ありがとう！平成時代実行委員会に助成実     （３０千円） 
平成３１年 ３月２５日  平成３０年度第３回評議員会を開催 
平成３１年 ３月２７日  チェロコンサート実行委員会に助成        （５０千円） 
平成３１年 ３月２７日  せきえほん制作プロジェクト実行委員会に助成実施  （３０千円） 
平成３１年 ３月２８日  全国和紙画展実行委員会に助成実施       （１００千円） 
平成３１年 ３月２８日  みのプレーパークの会に助成実施         （５０千円） 
平成３１年 ３月２８日  関善光寺癒しの会に助成実施           （３０千円） 
平成３１年 ３月２８日  各務原市に助成実施              （１００千円） 
平成３１年 ３月２８日  関市獅子舞保存会に助成実施           （３０千円） 
平成３１年 ３月２８日  おはなし広場どんぐりに助成実施          （３０千円） 
平成３１年 ３月２８日  事業計画書等に係る提出書を県知事に提出 
平成３１年 ３月２９日  中濃合唱連盟に助成実施             （３０千円） 
平成３１年 ３月２９日  刃物のまち関シティマラソン実行委員会に助成実施（１５０千円） 
平成３１年 ３月２９日  せきガイドグループに助成実施         （１００千円） 
平成３１年 ３月２９日  市町村へ助成申請受付期間の案内送付 
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事業報告の附属明細書 
 
平成３０年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４

条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成

しない。 


